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「CENTUM VP R6.01」は，エンジニアリング環境の革新を図った製品であり，システム構築やエンジニアリン

グの工数・工期の短縮への貢献が期待できる。この目的のために，R6.01 では新たに N-IO (Network I/O) と呼ぶ

I/O システムをラインアップした。本論文では N-IO に求められる機能，これを実現するための各構成要素の概要，

その将来的な拡張性に関して述べる。

Yokogawa’s CENTUM VP R6.01 innovates the engineering environment of DCS. Specifically, 
it reduces the time and effort required for system construction and engineering. As a further 
enhancement, a new I/O system, Network I/O (N-IO), was added to the I/O lineup for CENTUM 
VP. This article describes the features of the N-IO system, outlines its components, and explains 
its expandability. 

1. はじめに

CENTUM は 1975 年の発売から今年でちょうど 40 周
年を迎え，累計で２万５千システムを超える納入実績が
ある。CENTUM V, -XL, CS, CS3000, VP とシステム刷新
の度に，分散制御システムに求められる機能の強化を，
半導体技術，通信技術等の進歩を取り入れながら実現し
てきた。しかし，お客様のニーズは近年大きく変化して
きている。アップストリームなどへの従来よりも高い分
散度での設置，プラント立ち上げフェーズの工期の短縮，
補器類を含むトータルでのフットプリント削減要求など
である。コントローラ直結を主体とする既存 I/O（FIO: 
Field Network IO）システムだけでの対応には限界があ 
り， 今 回 I/O ラ イ ン ア ッ プ に 新 た に N-IO（Network  
I/O）ノードを加えて N-IOシステムを開発した。本稿では，
N-IO システムの構成，フレキシブルバインディング対応，
設置自由度，個々の構成要素の特徴に関して説明する。

2. N-IO システム構成

N-IO システムは，図 1に示すように N-ESB（Network-
Extended Serial Backboard） バスや光 ESB バス，ESB バ
スを介して，フィールドコントロールユニット（FCU: 
Field Control Unit，A2FV50S/D）に接続される I/O シス

テムである。N-IO システムには，一種類のノードと二種
類のノードユニットが存在する。
• N-IO ノード
• ESB バスノードユニット（ANB10S/D）
• 光 ESB バスノードユニット（ANB11S/D）

本稿では，今回新規に開発した N-IO ノードに関して主
に説明する。
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図 1 N-IO システム構成
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3. N-IO ノードの構成要素

N-IO ノードは FCU に接続する入出力装置の基本単位
で，図 2 に示すように１台のノードインタフェースユニ
ット（NIU: Node Interface Unit）と，最大６台の N-IO 入
出力ユニット（IOU: IO Unit）により構成する。

入出力アダプタ

入出力モジュール

N-IO入出力用
ベースプレート

ノードインタフェース
ユニット（NIU）

N-IO 入出力ユニット（IOU）
（最大 6台まで接続可能）

図 2 N-IO ノード

NIU の構成とそのインタフェースを図 3に示す。NIU
は FCU もしくは他の NIU との間の N-ESB 通信機能を
備 え る。 ま た IOU と の 間 で は，F-SB（Flexible-Serial 
Backboard）バス通信機能と電源供給機能を持つ。これ
らの機能を実現する構成要素は二重化構成としている。
通信機能を司る N-ESB バスモジュール（A2EN501）の
フロントには USB のコネクタがあり，ここに FieldMate 
Validator (1) と呼ぶ設定ツールを接続する。これにより
FCU のコントローラが稼働する前の段階で，I/O のチャ
ンネル（端子），信号種，その先にあるフィールド機器
の接続を定義することが可能となる。SFI（System Free 
Instrumentation）モデルと呼ばれる短期間でのプロジェ
クト遂行モデル (2) は，この USB ポートを利用して具現化
した。

電源ユニット
A2PW503/
A2PW504

N-ESBバス
モジュール
A2EN501

N-ESB
バス

FCU/
上流NIU

下流NIU
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図 3 NIU の構成とそのインタフェース

IOU の構成とそのインタフェースを図 4 に示す。IOU
は NIU との間の F-SB 通信機能を備え，IOU 上の入出力
モジュールおよび入出力アダプタは，NIU から受けた通
信内容に応じてフィールドとの入出力動作を行う。また，
IOU は，入出力モジュール及び入出力アダプタが動作す
るためのシステム電源，及び入出力アダプタが動作する
ためのフィールド電源の供給を受ける。IOU は図 4 に示
した単位で，自由度を持って設置することができる。
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図 4 IOU とそのインタフェース

4. N-IO ノードの優れた設置自由度

少数の入出力点が点在するアップストリームアプリケ
ーション等へ対応するために，N-IO ノードは既存のノー
ドユニットに比べて，より現場に近いエンクロージャに
分散配置することを想定している。その際には，従来の
DCS 用のキャビネットと異なり，種々の補器類が同一エ
ンクロージャ内に設置されるため，N-IO ノードの構成要
素の配置自由度が重要となる。

N-ESB バス，F-SB バスともに柔軟なケーブルを利用し
たシリアル通信とすることで，設置自由度を確保している。
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4.1 CPU と N-IO ノードを接続する N-ESB バス
従来システムのノードユニット接続では，ESB バスに

よる電気的接続の総長が 10 m に制約されており，I/O ノ
ード設置に際しての制約となっていた。N-IO システムで
は，新たに最大 100 m のカテゴリー５ケーブルを媒体と
する N-ESB バスを開発した。FCU に実装した N-ESB バス
カプラモジュール（A2EN402 または A2EN404）に NIU
をスター型で接続し，さらにその先に最大 15 台の NIU
を N-ESB バスでデイジーチェーン接続するトポロジーを
採用した。これにより，N-IO ノードの接続は距離・トポ
ロジーの両面で大幅な自由度を確保した。なお，FCU か
ら N-IO ノードまで，もしくは N-IO ノード間にさらに距
離が必要な場合には，既存の ESB バスと同様に最大 50 
km の光延長もサポートしている。

4.2 N-IO ノードの設置と F-SB バス
N-IO ノードを構成する NIU と IOU は，ネジによる盤

への取り付けに加えて，DIN レールへの取り付けもサポ
ートした。DIN レールに設置する際の自由度確保の目的
で，NIU と IOU 間を接続する F-SB バスは，最大約 2 m
までの１対１接続とした。

4.3 Foot Print の削減
N-IO では，従来の I/O モジュールの部分だけでなく，

その先のワイヤマーシャリングを含めたトータルでの設
置スペースの削減を目指した。従来の FIO の構成では，
I/O モジュールとは別に端子台を配置し，この間をシス
テムケーブルで接続する形態が主流であった。N-IO では，
図 5のように，I/O モジュールを実装するためのノード
ユニット，ターミナルボード，この間をつなぐケーブル
などの構成要素を整理・統合した。また，後述する I/O
のユニバーサル化や入出力アダプタの採用により，I/O
接続以前のマーシャリング配線を不要としている。

N-IO

二重化突合せ
ケーブル接続

IOMの実装，給電

IOM/ターミナルボード間接続

FIOの各種機能

マーシャリング

図 5 N-IO による構成要素統合

フィールドワイヤの I/O への接続には，脱着式のター
ミナルブロックを採用した。このブロックを IOU から取
り外した状態でワイヤを接続できるため，従来に比べて
作業性は大きく改善している。また，端子形状としても，
ユーザの要望に合わせて，押し締め式とスプリングロッ
ク式が選択可能である。

4.4 N-IO ノードの設置環境
N-IO ノードの設置環境は，寒冷地での使用を想定して，

低温側を 20 ℃拡張して－ 40 ℃～＋ 70 ℃とした。また
高度に関しても，従来の 2000 m を 3000 m に拡張した。
フィールド電源用の外部電源として，この環境に対応で
きるものが選定できない場合に備え，NIU 部に使用して
いる電源ユニットをフィールド電源用に利用することが
できるよう，DIN 取り付けアダプタを準備している。

5. 入出力ユニットの構成と機能

IOU では，チャンネル毎に機能指定が可能な多点入出
力モジュール（A2MMM843）を基本として，その機能
範囲を拡張する入出力アダプタを組み合わせる構成を採
用した。まず，フィールドからの多芯計装ケーブルをタ
ーミナルブロックに接続する。次にその信号内容に応じ
て，入出力アダプタの選択と I/O モジュールのチャンネ
ル機能のソフトウェアによる設定を行うことで，マーシ
ャリングパネルを介さない接続形態を実現できる。この
ことが，フレキシブルバインディング実現とフットプリ
ントの削減に寄与している。

IOU 内の信号の流れを図 6 に示す。I/O モジュールは
冗長化可能となっており，その信号が入出力アダプタと
ターミナルブロックを経由してフィールドに接続される。

ターミナルブロック

アダプタ用ベースプレート（A2BN3D）

入出力アダプタ
入出力モジュール
(A2MMM843)

N-IO入出力ユニット
(システム形名：A2ZN3D)

図 6 IOU 内の信号経路
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5.1 アナログデジタル 16CH 入出力モジュール
（A2MMM843）

ア ナ ロ グ デ ジ タ ル 16CH 入 出 力 モ ジ ュ ー ル（IOM: 
Input Output Module）は，ユニバーサル機能とシングル
IOM のオンライン交換という２つの特徴を持っている。

5.1.1 ユニバーサル機能
従来のシステムでは，複数種の入出力モジュールに対

してフィールドからの信号を割り振る構成であった。つ
なぎ込みは，マーシャリングパネルによりハードウェア
的に実現していたため，信号種や信号数が変更になった
場合のつなぎ替えが課題であった。ユニバーサル機能を持
つ入出力モジュールの提供により，この課題を解決した。

A2MMM843 はアナログ入力（4 － 20 mA），アナロ
グ出力（4 － 20 mA），デジタル入力，デジタル出力機
能を各チャネルに持ち，ソフトウェアでモードを個別に
指定することができる。アナログ入力モードでは２線式
と４線式に，デジタル入力モードでは無電圧接点入力と
NAMUR 規格に，デジタル出力モードでは電圧出力と電
流出力形式に，それぞれ対応する。A2MMM843 の機能
概念図を図 7 に示す。

CH01 A

A

A

AI 2 wire

4 wire

AO

DI DO

24 VDC

COM

A2MMM843

CH16

SinkSource
CH01

COM

GND

CH02

CH16

図 7 A2MMM843 ユニバーサル機能

アナログ入力（２／４線式），アナログ出力モードは
HART7 規格に対応し，16 チャンネル同時通信でのデー
タ収集や，フィールド機器からのイベント通知の受信が
可能である。

A2MMM843のフロントにチャンネル毎のLEDを設け，
DI/DO モードの ON 時に点灯し，配線異常検出時に点滅
するなどにより，動作状態を見えるようにした。

5.1.2 シングル IOM オンライン交換手順
従来の DCS の I/O と同様，A2MMM843 は高稼働率用

途向けに二重化構成をサポートしている。加えて，今回
の N-IO ではシングル構成であっても，IOM 故障時に制
御動作を極力維持するシングル IOM オンライン交換手
順をサポートしている。当社の調査では，多チャンネル

I/O モジュールの故障の 80% 程度は，１つのチャンネル
だけの動作不良である。一方，１つのチャンネルだけが
故障した I/O モジュールであっても，従来その交換時に
は，それまで正常動作していた残りのチャンネルも動作
を停止させざるを得なかった。N-IO ノードにて提供した
下記の図 8の右側で示した手順は，この弱点を補うもの
として有効である。

1 

従来の課題（IOがシングル構成の場合） 
 
１点の故障でもIOMを交換時には全点の養生が必要 

養生に手間と時間がかかる 
故障していない点についても制御が止まり、
復帰はIO交換後のFCUからの設定情報ダウンロードの
終了まで待つ必要がある 

N-IOの方式（右図）  
 
正常な点の入出力を継続したIOM交換が可能 
手間も時間もかからない 
交換時の影響範囲は、故障した点だけで、他の点は
動作を継続する 

2 

3 

4 

予備スロットに
新しいIOM
を挿入する 

ダウンロード完了と
同時に切り替わる 

故障したIOMを
抜き取り、作業完了 

入出力停止 

入出力復帰 

IOM内部のある点
が故障した 

入出力
継続  

図 8 「シングル IOM オンライン交換」手順

5.2 入出力アダプタ（A2SXXXXX）
A2MMM843 のチャンネル毎の機能切り替えにより，

プロセスオートメーションで DCS に求められる多くの信
号 I/F をカバーできる。

さらに，チャンネル毎の機能切り替えではカバーで
きない信号種に対しても，入出力アダプタを活用する
ことによって扱うことができる。入出力アダプタは，
A2MMM843 のチャンネルとターミナルブロックの間に
介在してチャンネルの機能を拡張するものである。入出
力アダプタのラインナップを表 1 に示す。

表 1 入出力アダプタラインアップ
形名 名称 拡張機能

A2SAP105 パルス入力アダプタ
（0 ～ 10 kHz）

接点 ON/OFF，電圧パルス，電流
パルス，個別絶縁

A2SDV105
デジタル入力アダプタ

（24 V DC 電圧入力，無電圧接点
入力）

電圧入力，無電圧接点入力，絶縁

A2SDV505 デジタル出力アダプタ
（24 V DC，0.5 A 電流ソース）

24 V DC，0.5 A 出力，電流ソース，
絶縁

A2SDV506 リレー出力アダプタ
（24 V DC，0.5 A 無電圧接点出力）

24 V DC，0.5 A リレー接点
（無電圧接点 NO/NC），個別絶縁

A2SMX801 スルーアダプタ
（入出力信号無変換）

A2MMM843 の基本機能を使う時
に使用，非絶縁

スルーアダプタは，A2MMM843 の信号をそのまま端
子ブロックに伝えるためのものである。図 9 にアダプタ
外観を示す。
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状態表示ランプ

前面カバー

図 9 入出力アダプタ外観

立ち上げ作業・保守作業の過程において，一時的にシ
ステムとフィールド間の接続を遮断する要求が存在する。
入出力アダプタをスロットから引き抜けば遮断は実現で
きるが，元に戻す際に入れ違える可能性が生じる。これ
を排除するために，入出力アダプタをスロットに半挿入
の状態として電気的な接続を遮断しつつ，機構的には安
定に保持する機構をサポートした。半挿入状態を図 10 に
示す。

半実装状態のアダプタ
（側面の縦線が見える）

実装されたアダプタ

端子ブロック

図 10 入出力アダプタ半挿入状態

5.3 本質安全防爆ソリューション（A2BN4D, A2BN5D）
N-IO システムでは，本質安全防爆対応のソリューショ

ンを他社ベンダーと協力して提供した。本質安全防爆用
絶縁バリアと A2MMM843 を隣接して実装する防爆ベー
スプレートを開発することで，省スペースを実現すると
ともに，バリアが検出したフィールド側断線等の異常を
システムに伝えることを可能としている。MTL 社製バリ
ア用と P+F 社製バリア用の入出力ユニットを図 11 に示
す。

N-IO Baseplate for MTL Barrier
A2BN4D 

H-System
N-IO Baseplate for P+FBarrier

A2BN5D

MTL 4500 series

図 11 本質安全防爆対応入出力ユニット

6. おわりに

N-IO システムの開発にあたっては，長期に渡り DCS
の I/O 機能を進化させながら提供し続けることを念頭
に置いた。本文中では記載を省略したが，N-ESB バスは
100 Mbps，F-SB バスは 24 Mbps と現時点では十分な高
速性を有しており，当面の機能拡張・データ量の増加に
対応可能である。将来的に更なるデータ量の増加により
N-ESB バスや F-SB バスの高速版が必要になる場合には，
N-ESB バスや F-SB バスの１対１接続のトポロジーを利用
して新旧バスの通信速度の混在をシステム的に許容した
移行が可能である。また，本稿では説明を割愛しているが，
A2MMM843 と入出力アダプタを接続するシリアル通信
を活用することで，将来的には高いインテリジェンスを
持つ入出力アダプタのサポートも可能である。今後，フ
ィールドの有線／無線通信の本格的な普及の促進と，周
辺機能の取り込みによる更なる省スペース実現を N-IO シ
ステムにより実現していく。
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